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公益社団法人福岡県防犯協会連含会
〒812-8576 福岡市博多区東公園7番 7号

福岡県警察本部内

丁EL 092(633)3221
ホームページ http:〃wWWofukuborenocom/
印   届」 白木メディア株式会社

丁EL 092(586)6210

～毎年7月は内閣府が主唱する「冑少年の非行・被害防止全国強調月間」～

最重点:イ ンターネット利用に係る子供の1生被害を防ざましょう。

重点1:冑少年に有害な環境を取り除きましょう。

重点2:党せい斉」、大麻、危険ドラツグ等の苦し用を防ざましょう6    ‐

重匡]:喜罪写i]墓罰肇房彗≦   
型非行を防

ず
ましょう。 ダ

重点5:いじめや暴力等の被害に適切に対応し、子供を守りましょう。

※見守り活動や防犯バトロールをする時は、子供に声かけをしましょう。

福岡少年
サ ポ ー トセ ンタ ー

福岡市中央区地行浜
2-1-28 こども総合

相談センター5階
Ю92-841-7830

中央少年
サポートセンター
春日市原BT3-1-7

福岡児童相談所3階

092-588-7830

北九州少年
サポートセンター

北九州市戸畑区
汐丼町1-6

ウェルとばた5階
093-881-7830

飯塚少年
サポートセンター
飯塚市飯塚14-67 :

イイヅカコミュニテイ
センター2階

.:|

0948-21-3751

七夕に 地域の安全 願いましょう!
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●●●●●●
夏はさまざまな犯罪が起きやすい季節で硯
暑い時に「家にいるから大文夫」と、玄関や

窓を開けたままにしたり、鍵をかけずにいた
りしてはいませんか?

◆家にいる時も、泥棒・強盗0性犯罪にあわな
いよう、鍵をかけましよう |

◆県内の性犯罪認矢□件数は、

本年4月末で96件
前年同期比-7件と湖少して

いますが、今から先は、被害
防止に十分注意しましょう !

・ときどき振り返つて、安全を確認する。
・ながら歩きはしない。防犯ブザーを持つ。

●帰宅時…自宅饉鰺聰て鶴油uを脩なぃ|

・エレベーター内では非常ボタン側に立つ。
・周囲を確認して玄関を開ける。

●来客時00。 すぐ|こ玄関を開けない|

ドアスコープやドアチェーンを
かけたままで相手を確認する。

●外出時00f‐人の時は「警滅遮蝉ド」菅|

靱鰈颯凸黎

躇趙骰験けょり |

|    ～保護者の方へ～

蜻賞:三襲ず]彗乳吾
=|卜

:二:tt

知つている人でも

・親に黙つて

・ついて行つては

いけません !

福岡県警では、民間事業者に委託して県民の皆様に電話で、
三セ電話詐欺の多発している手□や対処方法をお知らせする

事業 (通称「まつ太くんコール」)を実施していま硯

●期間:令不□元年6月～令和2年3月 19日 (土 。日・視日0年末年始を除く)

●時間:午前9時00分～午後5時00分
※□座の暗証番号等の個人情報を尋ねることはありません。
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岡県警察官募集2019
、令不口元年度の第2回警察官採用試験を実施します。  ふっけぃ君

警察富A
男  性 46人

8月 13日 (火 )

2

9月2日 (月 )

・ 1日目 9月 22日 (日 )

・ 2日 目 10用上旬～ 10月下旬 (該当者のみ)

※武道指導のみ第 1次試験の金種目を 1日目

に実施しま硯

女  1生 12人

武道指導 2人

警察官B
男  性 117人

女  1生 31人

●詳しくは、受験案内をご覧になるか、警務課採用センターにお問い合わせください。
:[問

い合わせ先]福岡県警察本部警務課採用センター 丁EL 092-622-0700(直通)

,必駐総ぶ馬爾脈露【ぼ鳳uok劉ばs輩晋
晏壁壺鱚 採用センターHP

万引きは ｀
家族もお店も 悲しむよ!



(3)´
‐

SNS等で矢□り含つた人に、だまされたり、
脅されたりして、自分の裸等をスマートフォ
ン等で撮影し、送信させられる「自画撮り被
害」が増力□していま軌

黎一度インターネット上に画像が流出する
と、回収することは困難で硯 絶対に裸等
の画像は送らないよう、お子様と話し含い

ましよう。

輻スマートフォンには、年齢や用途に応じて
フィリレタリングを設定しましょう。

輻青少年に「裸の写真を送つて」などと児童

ボルノ等の提供を求める行為は犯罪で硯
(福岡県青少年健金育成条例030万円以下
の罰金等)

7月 は
″
社会を明るくする運動

″
強調月間 0再

犯防止啓発月間で現 すべての国民が、犯罪や

非行の防止と、罪を犯した人達の更生について

理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、

犯罪や非行のない地域社会を築きましょう。

Υ鸞鰈W陽麒黎輻蘊聰魏
なな減皐鼈翁鞣ぬく
XN鰊◎

輻買校区生活安全ノヽ トロール隊輻

(活動地区～北九州市小倉南区員小学校区)

私達の団体は、平成17年 1月 26日 に結成
され、「自分たちのまちは自分たちで守る」と
いう自主防犯・防火意識のもとに、町内会を
中|らに活動していま軌 主な活動として、

瘍各町内会で月2回 、消防団と連携した防
犯・防火バトロール

鰈夏と秋、市民センターに13町内が一堂に会
しての校区内一斉夜間非行防止バトロール

などを行つていま硯

特に、夏と秋に13町内が市民センターに集
合して実施するバトロール隊の出発式には、小
倉南肇察署や消防団、員小学校長なども参力□し

ていただき、250人を超え盛り上がっていま硯
これからも住民が一体となつて、校区の安

全のために幅広く活動していきま硯

黎うきは警察署少年補導員連絡会場

(活動地区～浮羽・吉丼・田主丸地区)

私達の団体は、冑少年の非行防止と立ち直

り支援を主とした活動を行つていま軌
各補導員は、10年以上のベテランを中lb

に、豊察と連携しながら、様々な活動に1青熱
を持つて取り組んでいま硯
主な活動として、

蜀児童・生徒の登下校時の見守り
鍼冑パトによる巡回ノヽトロール

瘍毎月2回、「少年補導の日」の夜間街頭補導

黎「うきは絆農園」での非行少年立ち直り支援
を行つていま軌
特に、巡回バトロールや子供達への声掛け

を精力的に実施しており、地域の安全に寄与
することができるよう、これからも補導員が
一丸となつて、活動を継続していきま硯

:          驀_ヽ″…″"…………………‐…“………・―・:・・・・・・

電話でお金 いつたん切つて すぐ確認 !



【福岡南】消防イベント「来て 1見

て !体験 !消防隊」の会場で、親子連

れに「ニセ電話詐欺に注意」のチラ

シや誘拐防止折り紙等を配布。

膠勒輻摯覺颯鰈趙了扁舅明コンビニ90
店に「電子マネーカード詐欺多発中」
の啓発ボップを設置。西鉄駅で女子

大生等と性犯罪被害防止を広報。

勿豚鼈仁春の安全安lbま ちづくり運

動中、」R筑肥線2駅 とJA産直市

場で、市・肇察・肇友会・JAF等と、

各種犯罪の被害防止広報を実施。

【朝倉】三並小学校で新 1年生にD
VD等で誘拐防止教室を実施。防犯

協会総会を開催し、ボランテイア表

彰や本年度の活動重点等を決定。

雛燎鶉儡赳商業施設で客に「自転車

に防犯登録・盗難防止」のチラシを

配布。高倉保膏園で園児に「いかの

おすし」等の防犯教室を実施。

雛褥魏眩今年度で閉校となる花房小

学校安屋分校で、安屋駐在所員が

新 1年生に恒例の防犯教室を開催

し、防犯ブザー等の説明を実施。

【行蝙饒莉巡」R行橋駅で乗降客に、

管内の高校ボランテイア部と協働

で、性犯罪やサイバー犯罪の被害

防止チラシや啓発物を配布。

鶉輻辣眩県警からサイバーバトロー

ルモニターを委嘱されている近畿

大学の防犯ボランテイア「いしんの

会」に、活動用丁シャツを贈塁。

熙諫鼈彊道の駅うすいで開催の交通

安全広報に冑バトで参力□し、市職

員や署員と、ニセ電話詐欺や性犯

罪の被害防止チラシ等を配布。

【賤魃螢覺鱚盪彊三国小学校の防犯

教室で、金生徒に「いかのおすし」

や声をかけられた時の対処要領等
の説明及びその模擬訓練を実施。

熙塀彦∫量榜褥楊秋はこどもの日にみや

ま市で開催の「鯉・恋・来」に署員と

参カロし、子供に「いかのおすし」折り

紙等を配布して誘拐防止を広報。

拗晰憫仄年金支給日に3金融機関で

肇友会等とニセ電話詐欺被害防止

広報を実施。交通安全運動出動式

に冑バトで参カロしてバトロール。

<カギ>のことなら、あなたの街の

美和ロツク
サービス代行店ED

家と皆様を守る番人、悪を見据え悪と戦う(防犯)と して
「ぶ、くろう」をイメージキャラクターにしました。

早 良 区●(株)エルキー   TEL.(092)871‐ 8000
中 央 区●(株)緒方商店   丁EL.(092)521‐ 7408
博 多 区●(有)鍵のポリスマン 丁EL.(092)452‐ 3500

●GDアッシュロツク TEL.(092)582… 1169

筑紫野市●キークラフト(株) TEL.(092)926‐ 8811

古 賀 市●カギのトラブルサ■ビス 丁EL.(092)944¨ 0110
ノヽ幡西区●ノヽ幡キーコーナニ  TEL.(093)621‐2684
八幡東区●(有)村上商事   TEL.(093)681… 7491
飯 塚 市●やのキーコーナー  TEL.(0948)22‐2169
大牟田市●(有 )小山金物店   TEL.(0944)52¨3953

●お問い合わせは…

美和ロツク株式会社九州棄店
福岡市中央区大手門2¨4¨ 14 TEL.(092)235¨ 30691代 )

危険個所 ホットスポット バトロニル !


